2022 年 6 月 15 日
ＪＲ東日本 仙台支社

東北新幹線開業 40 周年を記念してイベント開催や記念商品を販売します！
2022 年 6 月 23 日に東北新幹線（大宮～盛岡間）は開業 40 周年を迎えます。
ＪＲ東日本仙台支社では、新幹線をご利用いただいているお客さまや地域の皆さまへの感謝の意
を込めて、様々なイベントを開催します。また、グッズや駅弁などの記念商品の販売を行います
ので、ぜひこの機会にお楽しみください。

１

東北新幹線開業 40 周年記念セレモニー

・日

時

2022 年 6 月 25 日（土）8:45 頃～9:10 頃

・場

所

仙台駅新幹線ホーム 13・14 番線 南側

・内

容

団体専用臨時列車「なつかしのあおば号」(9:08 発)の出発式を開催します。
今年は宮城県誕生 150 周年と鉄道開業 150 年となることから、ご来賓として宮城県
知事にご出席いただく予定のほか、仙台・宮城観光 PR キャラクターむすび丸等に
よるお見送りを行います。
※「なつかしのあおば号」が停車する白石蔵王、福島、郡山、新白河の各駅でお見送りを行います。
その他各駅でのイベントについては別紙をご確認ください。

２

「東北新幹線開業 40 周年記念フェア」の開催

・日

時

2022 年 6 月 23 日（木）～26 日（日）10:00～20:00

・場

所

仙台駅 2 階ステンドグラス前

・運

営

株式会社 JR 東日本クロスステーションリテールカンパニー

・内

容

菓匠三全「萩の調 煌 ホワイト」や東北新幹線開業 40 周年記念グッズ、即日お届け

※初日は 11:00 開店、最終日は 19:00 閉店。

列車便「はこビュン」を活用して首都圏から駅弁やスイーツを輸送し販売を行います。
・取扱商品（一例）

JR 東日本商品化許諾申請中

萩の調 煌 ホワイト ６個入り
価格 1,300 円(税込)
東京限定で販売されている「萩
の月」の姉妹商品（数量限定）

萩の調 釉 れもん ８個入り
価格 1,760 円(税込)
東京限定「萩の調 釉」の季節
限定フレーバーが登場
（数量限定）

東北新幹線開業 40 周年記念
オリジナルグッズ
記念コイン、キーホルダー、
トートバッグ、ビーチサンダル等

列車で輸送する商品
・実 施 日

2022 年 6 月 23 日（木）～26 日（日）

・対象列車

はやぶさ 103 号 東京発 7:56

・対象商品（一例）

八天堂くりーむパン(7 種類)
価格 250 円～330 円(税込)

JR 貨物コンテナ弁当
価格 1,420 円(税込)

松阪牛食べくらべ弁当
価格 1,420 円(税込)

首都圏でも人気の八天堂のくりーむ

JR 貨物のコンテナをモチーフ

日本三大和牛の一つ「松阪牛」

パン。定番に加え、今回限定のフレ

にした弁当箱に甘辛すきやき

の焼肉とすき煮を贅沢に食べく

ーバーが登場。

３

が入っています。

らべできるお弁当です。

記念入場券の発売

・商 品 名

「東北新幹線開業 40 周年記念入場券」

・商品内容

東北新幹線開業時 13 駅の記念入場券（硬券）を 3 種類に分け以下のとおり
セット発売を行います。（JRE MALL 限定発売のため、駅では発売しません。）

商品名

商品内容

200 系セット
（大宮～那須塩原）
・硬券 4 枚

E5 系セット
（新白河～仙台）
・硬券 5 枚

E2 系セット
（古川～盛岡）
・硬券 4 枚

（大宮駅、小山駅、宇都宮駅、

（新白河駅、郡山駅、福島駅、

（古川駅、一ノ関駅、北上駅、

那須塩原駅）
・専用台紙（200 系 Ver.）
・記念 DVD

・専用台紙（E5 系 Ver.）
・記念 DVD

※専用台紙イメージ

価格
発売数

3,200 円（税込）

白石蔵王駅、仙台駅）

盛岡駅）

・専用台紙（E2 系 Ver.）
・記念 DVD

※専用台紙イメージ

※専用台紙イメージ

3,380 円（税込）
各 2,000 セット（限定）

3,200 円（税込）
JR 東日本商品化許諾申請中

※デザイン・仕様は変更となる場合があります。
※記念 DVD には新幹線総合車両センター内で撮影した映像を収録しています。それぞれ違う映像となります。（約 16 分）
※数量限定の為、お申込み後のキャンセル・返品はできません。

・硬券イメージ（仙台駅の例）

(表)

（裏）

※2022 年 12 月 22 日（木）までの入場時刻から 2 時間以内で 1 回限り有効。

・発売箇所

ＪＲ東日本グループのインターネットショッピングサイト「JRE MALL」内のショップ
「GENERAL STORE RAILYARD」で発売します。
URL：https://www.jreastmall.com/shop/c/c08/
※JRE MALL 内のご利用ガイド及びご利用規約を必ずご一読いただき、同意のうえでご利用ください。

・発売期間

2022 年 6 月 23 日(木)8:00～9 月 30 日(金)23:59
※発売数に達し次第発売を終了します。
※ご購入は 1 商品につきお一人様 5 セットまでとさせていただきます。
※券番の指定はできません。
※発売開始直後はアクセスが集中する可能性があります。

・お支払い方法
・お受取り方法

クレジットカード決済または JRE POINT 利用
2022 年 9 月 1 日（木）以降のお届けとなります。
※送料（800 円/税込）はお客さま負担となります。
※発送先は日本国内のみとさせていただきます。

４

東北新幹線開業 40 周年記念グッズ販売
E5 系新幹線と東北新幹線(大宮～盛岡間)沿線 5 県の文化・伝統・歴史を昭和レトロな映画

ポスターをイメージしたオリジナルデザインに盛り込み、グッズにして販売します。
・販売開始日

2022 年 6 月 23 日（木）

・販売箇所

岩手県、宮城県、福島県、栃木県、埼玉県の対象の NewDays・NewDays KIOSK・土産店等

※NewDays 販売店舗やその他詳細情報は下記特設サイトにてお知らせします。

URL： https://retail.jr-cross.co.jp/special/shinkansenyear2022_tohoku40
・商品一覧(一例)
Tシャツ
（黒ボディ,グレー）

各5,500円(税込)

バックパック

額縁マグネット

クリアファイル

3,800円(税込)

550円(税込)

440円(税込)

黒ボディ

FRONT

グレー

アクリル
キーホルダー
660円(税込)

FRONT

BACK

B２タペストリー

パラパラメモ

豆皿3枚セット

4,180円(税込)

660円(税込)

3,850円(税込)

BACK

JR 東日本商品化許諾申請中

・販 売 元

株式会社 JR 東日本クロスステーションリテールカンパニー
※一部商品の取り扱いがない店舗もございます。
※販売商品は変更になる場合がございます。
※販売商品が無くなり次第販売終了となります。

５

記念弁当の販売

(1)新幹線 YEAR2022 記念弁当 東北編
東北 6 県ゆかりの食材を盛り込んだ新幹線 YEAR2022 記念弁当を
販売します。
・販売開始日

2022 年 6 月 23 日(木)

・販売箇所

東北新幹線開業 40 周年記念フェア、駅弁屋 祭 仙台駅店、
NewDays 仙台 34 号、NewDays 仙台新幹線南改札内、
お弁当のこばやしエスパル仙台店

・販売価格

1,200 円（税込）

・販 売 元

株式会社こばやし

JR 東日本商品化許諾済

(2)三代目小原庄助べんとう（東北新幹線開業 40 周年記念オリジナル掛け紙付き）
懐かしのやまびこ 200 系新幹線のイラストをデザインした掛け紙を東北新幹線
開業時からのロングセラー商品の三代目小原庄助べんとうに付けて販売します。
・販売開始日

2022 年 6 月 20 日（月）

・販売箇所

NewDays 郡山 8 号、NewDays 福島 21 号、郡山駅福豆屋 2 号売店

・販売価格

1,100 円（税込）

・販 売 元

株式会社福豆屋

６

新幹線限定ラベル地酒販売

JR 東日本商品化許諾済

仙台ターミナルビル株式会社、合名会社寒梅酒造の 2 社共同開発により、新幹線ラベルの
地酒を限定販売します。
清酒「宮寒梅」の定番商品からプレミアム商品、またリキュール「陽のしずく」といった
蔵元のおすすめラインナップ 8 種類がギュッと詰まったオリジナルパッケージです。
・販売開始日

2022 年 7 月 1 日（金）※商品発送は注文から 2 週間程度のお時間がかかります。

・販売箇所

JRE MALL「エスパル」 URL:https://www.jreastmall.com/shop/c/c38/

・商品内容

『寒梅酒造新幹線限定ラベルセット 8 種(180 ㎖×8 本)』
6,700 円（税込・送料込）

パッケージイメージ
JR 東日本商品化許諾申請中

※販売開始日及び商品内容は予告なく変更となる場合があります。

ラベルイメージ

７

新幹線 YEAR2022「東北新幹線 LINE クイズキャンペーン」

期間中、JR 東日本東北総合サービス株式会社が運営する LINE アカウントのいずれかをお友だち登録
すると、東北新幹線にまつわるクイズが定期的に配信されます。クイズに正解のうえ、下記対象 6 店
舗でお買い物していただいたお客さまには、抽選で「E5 系はやぶさ 10 周年記念ウォッチ」が当たる
WEB 応募や、店頭でもらえる「新幹線 200 系ポストカード」などの特典をご用意しております。
・運

営

JR 東日本東北総合サービス株式会社 仙台支店

・対象期間

2022 年 6 月 23 日（木）～7 月 31 日（日）

・対象店舗

(1)仙台駅

仙台駅構内おみやげ処

3 号、4 号、6 号、9 号

エスパル仙台東館 いろといろ
(2)長町駅

tekute ながまち 集中レジ

景品イメージ

(3)陸前原ノ町駅 クオリティフードストア仙台原ノ町 Pivot 集中レジ
(4)福島駅

福島駅西口パワーシティ Pivot 集中レジ

(5)郡山駅

郡山駅食品館 Pivot 集中レジ

(6)会津若松駅 会津若松駅食品館 Pivot 集中レジ
JR 東日本商品化許諾申請中
※LINE アカウント等、詳細情報は下記特設サイトをご覧ください。

URL：https://www.livit.jregroup.ne.jp/detail/1439

８

東北新幹線開業 40 周年記念「新幹線 YEAR2022 in ダテリウム」開催

・場

所

JR 仙台イーストゲートビル 1F ダテリウム

・運

営

仙台ターミナルビル株式会社

・内

容

(1)はやぶさ＆こまちのミニチュア新幹線フォトスポット展示
2022 年 6 月 23 日（木）～7 月 3 日（日）7:30～23:00
(2)新幹線スタンプラリー
2022 年 6 月 25 日（土）～26 日（日）10:30～17:00

実施イメージ

※ラリー台紙各日最終配布 16:30

仙台駅ヨリ未知ポータル、エスパル仙台本館 1F エスパルスクエア、JR 仙台イー
ストゲートビル 1F ダテリウムの 3 箇所にスタンプスポットを設置。全てのスタ
ンプを集めると新幹線・鉄道のグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。
(3)オリジナルレジンキーホルダーワークショップ
2022 年 7 月 2 日（土）～3 日（日）10:30～17:00
※各日最終受付 16:00

エスパル仙台にて、1,000 円(税込)以上(合算可)の
お買上げレシートをご提示で無料で参加いただけます。
※各日 50 名さま分のキットまで。なくなり次第終了。

●

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
各種イベント等の参加時には、マスク着用、検温や手指消毒等のご協力をお願いします。
その他、車両や駅などの感染症対策については、ＪＲ東日本ホームページ
https://www.jreast.co.jp/をご覧ください。

※記載の時刻は全て予定です。変更となる場合があります。
※各イベント等の内容は、予告なく変更となる場合があります。なお、本プレスリリースの画像は全てイメージです。

別紙
各駅のイベント等
・新白河駅
東北新幹線開業 40 周年を記念して 6 月 16 日(木)より新白河駅東西自由通路に感謝を伝える
社員 1 人 1 文字ポスターを掲出します。また、6 月 23 日(木)より一般募集した東北新幹線開業
40 周年記念メッセージを駅構内に掲出します。
・福島駅
6 月 25 日(土)「福島駅で鉄道のお仕事体験」特別企画を開催します。
山形新幹線へのアプローチ線工事現場をご案内します。最新技術やドローンを活用して、未来
の福島駅の姿をご覧いただきます。工事現場の見学後には、乗務員が訓練等で使用している
シミュレータ体験や起床装置体験、きっぷ発券体験等を行います。
※詳しくは URL：https://www.jreast.co.jp/press/2022/sendai/20220527_s01.pdf をご確認ください。

・白石蔵王駅
6 月 19 日(日)～25 日(土)白石蔵王駅コンコースで「東北新幹線開業 week!!」イベントを開催
します。19 日のオープニングコンサート（14:00～）を皮切りに、23 日は入場券ご購入のお客
さまに記念台紙をプレゼントします。25 日はお子さまを対象としたクイズ大会の開催やコン
サートを実施します。クイズ大会参加者には「なりきり駅長サンバイザー」と「缶バッジ」を
プレゼントします。
※プレゼントは数に限りがございます。

なりきり駅長サンバイザー・缶バッジ（イメージ）

・仙台駅
6 月 25 日(土)・26 日(日)仙台駅 2 階「ヨリ未知ポータル」前でグランクラスシート着座体験を
実施するほか、小学生以下のお子さまを対象に「東北新幹線開業 40 周年記念フェア」の商品を
ご購入いただくと 3 階コンコース特設ブース「ちびっこ広場」で輪投げに挑戦できます。
輪投げ参加者に新幹線缶バッジをプレゼントします（各日先着 200 名）
。そのほか、ぬり絵
コーナーや新幹線歴史パネル展示を行います。
・古川駅
6 月 23 日(木)～30 日(木)古川駅新幹線 2 階改札内コンコースでプラレール展示のほか、
とれたんずコーナーや、東北新幹線開業 40 周年記念メッセージボードを設置します。また、
入場券購入の方にオリジナル記念台紙を先着 400 枚限定でプレゼントします。さらに小学生
以下のお子さまにはオリジナル缶バッジを先着 400 個限定でプレゼントします。

